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初年度納入金（学費）

120 + 40
万円

フロアマップ

万円

教員研究室

教員研究室

（初年度は入学金40万円と合わせて160万円）

会議室
EV

ミーティング
コーナー

2年次以降は120万円（授業料）

近隣の類似する学部・学科参考(初年度納入金)※

教員研究室

図書館

保健室

普通教室-3

レクリエーション室

普通教室-4

普通教室-2

基礎作業
実習室1

普通教室-1

A 大学

保健医療技術学部

B 大学

保健医療学部

理学療法学科／作業療法学科

理学療法学科／作業療法学科

1,950,000円

保健医療学部 保健医療学科 理学療法学専攻・作業療法学専攻

1,730,000円

D 大学

健康科学部

1,730,000円

理学療法学科／作業療法学科

※他大学はいずれも2019年度実績。委託徴収金を除く学納金のみ。

基礎作業
実習室2

EV

1,830,000円

C 大学

基礎作業
実習室3

大教室1
教員研究室

3F

大教室2
情報処理室

普通教室-3

水治室
普通教室-2

普通教室-4

普通教室-1

補装具室
EV

2 0 2 0 年 4 月開 設 に 向 け

4F

基礎医学実習室

評価実習室
教員研究室

教員
研究室

大 規 模な改 修を実 施

2F

治療室

日常動作訓練室

緑豊かな自然に囲まれるキャンパスには、多数の実験室や実習室、学生ホールや研究室

機能訓練室

教員研究室

走行スペース
保健室
教員研究室

など充実した設備を配した4階建ての校舎があります。前身の「滋賀医療技術専門学

面接室

校」から受け継ぎ、学びに集中できる良質な環境を開設に向け準備しています。

学生サポートセンター

EV

学長室

演習室
玄関ホール

キャリア
サポート室

1F

実習室

EV
男子更衣室
女子更衣室
学生食堂・学生ホール

B1F

完成予定図（イメージ）

■アクセス
JR能登川駅(琵琶湖線)よりスクールバスで約30分

米原

能登川

草津

大津

京都

大阪
奈良

びわこリハビリテーション専門職大学

学校法人藍野大学

びわこリハビリテーション専門職大学
滋賀県東近江市北坂町967

TEL：0749
（46）2311（専門職大学開学準備室［滋賀医療技術専門学校内］）
URL：http://aino.ac.jp/professional/

びわこリハビリテーション
専門職大学

びわこリハビリテーション専門職大学
リハビリテーション学部

■理学療法学科 ■作業療法学科

2020 年4月開設

いま、滋賀県では
リハビリテーション専門職が
不足しています。

びわこリハビリテーション専門職大学だからできる

2025年の日本
厚生労働省を中心に、2025年に向けて「病院完結型」医療から
「地域完結型」医療への転換が加速度的に進められ、全国で約30
万床が在宅医療へシフトすると試算されています。住み慣れた地
域で自立して暮らすための医療が必要不可欠な情勢です。

滋賀県においても後期高齢者人口の増加が予想される中で、

医療に携わる者は、人のからだのスペシャリストであると同時に患者さんの気持ちを理解し、
共感し、思いやることのできるこころのスペシャリストであって欲しいと私たちは考えます。

地域包括ケアシステムを支える人材確保が急務です。
地域全体での住まい・医療・介護・予防・生活支援が

相手の立場に立った“愛のある医療”が必要とされます。
そんな
「こころ」
と
「からだ」
のプロフェッショナルを確実に育成する万全の環境を整えています。

2013年

リハビリテーション専門職の人材養成が不可欠なのです。

病床数

万床

134.7

リハビリテーション専門職
が

日々患者さんやその家族と接する理学療法士、作業療法士には専門的な知識や技術とともに、

病院完結型

一体的に提供されるシステムの構築のためには、

1,500人

01

実務実績豊富で研究力のある理学療法士・作業療法士や基礎医学研究で
国際的に著名な医師がハイレベルな講義を行います。

地域完結型

不足

2025年

06

介護施設 ・ 在宅医療等

びわこリハビリテーション
専門職大学

約

30

万人

1,500人
3,000 人 必要

万床

119.1

2018年 4 月 現在

05

POINT

02

02

03

POINT

04

04

高齢化率
リハビリテーション専門職の力で健康寿命を延ばし
より元気な滋賀県へ

健康寿命

平均寿命

滋賀県男性

全国

16 位 72.30歳

全国 位

滋賀県女性

全国

42 位 74.07歳

全国

1 81.78 歳

75 歳以上が

6 1
人に

人に

出典：
「平成27年都道府県別生命表」厚生労働省、
「平成28年日常生活に制限のない期間の平均」厚生労働省・厚生労働科学研究

POINT

05

［ 75歳以上 ］
2015年 11.4％
2020年 13.2％
2025年 16.0％

4 位 87.57歳
出典：総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

すべての授業において少人数教育を実施。教員や学生同士のコミ
ュニケーションを通して、
着実に力をつけることができます。

03

びわこ
リハビリテーション
専門職大学の
特長

が必要

40人での少人数教育により
専門知識や技術を修得

POINT

出典：内閣府「医療・介護情報の活用による改革の推進に
関する専門調査会」2015

あと

1,500人

課題

日本・世界の最前線で活躍する
実践力・研究力の高い教員が在籍

POINT

01

必要病床数

2025年に

「リハビリのプロ」
を育成

POINT

06

スポーツ動作解析が可能な最新設備
陸上競技のトラック・フィールドを再現した新校舎では
「三次
元動作解析装置」や「筋電図」など最新の装置を使った動作
解析が可能です。

地域社会で専門性を活かすための
スポーツ・福祉関連分野からの学び
B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム
「滋賀レイク
スターズ」
や学校、福祉施設などと深く連携。専門性を活かせ
る実習を行います。

プロフェッショナルを育成する豊富な実習時間
学内・学外でさまざまな講義を実施する中、全体の3分の1以上の
豊富な実習を設けることで実践力を養います。

将来の活躍の場を広げる保育園や一般企業での実習
さまざまな職場（職域）
で活躍できる力を養うため、医療以外での実習も
積極的に実施。保育園や一般企業などでも実習を行います。

前身の専門学校で、培われたサポートシステムと実績
滋賀医療技術専門学校

滋賀県唯一のリハビリテーション養成校が

4年制の「専門職大学」へ進化します

●理学療法学科

国家試験合格率

97.3% 84 %

全国平均85.8%

「実践力」
と
「創造力」を兼ね備えた、質の高い職業人を養成する新しいタイプの大学

●作業療法学科

●理学療法学科

就職率

全国平均77.5%

理学療法学科

こうした社会的要請に応え、
学校法人藍野大学は2020年4月、
滋賀県下唯一の理学療法士・作業療法士の養成施設である

今津病院

さいき整形外科

ヴォーリズ記念病院

滋賀医科大学医学部附属病院

近江八幡市立総合医療センター

市立福知山市民病院

京都リハビリテーション病院

東京医科大学病院

甲西リハビリ病院

東和会グループ

甲南病院

水口病院

公立甲賀病院

洛和会ヘルスケアシステム など

「専門職大学」
とは2019年4月、55年ぶりに誕生した新しい学校制度。
実践的な職業教育をベースに、
ますます高度化する専門分野を新たな発想でリードし、
新しいサービスをつくり出せる人材を養成することを目的に制度化されました。
これまでに培ってきた教育の実績と社会貢献、研究活動を活かし、地域共生社会に貢献できる人材を養成します。

文部科学省
「専門職大学」
WEBサイト

100% 100%

※国家試験合格率・就職率のデータは直近3年分の平均値を算出しています。 ※国家試験合格率は、新卒者で計上しています。 ※就職率は卒業生のうち、国家試験不合格者、進学者、就職意思のない者を除いています。

超高齢社会、医療の高度化に伴って、高度かつ最良の医療、介護、予防、生活支援を提供できる従事者が求められています。
「滋賀医療技術専門学校」
を
「びわこリハビリテーション専門職大学」
へ改組いたします。

●作業療法学科

就職先一覧

作業療法学科
ヴォーリズ記念病院
近江温泉病院
近江八幡市立総合医療センター
神崎中央病院
公立甲賀病院
豊郷病院
彦根中央病院
琵琶湖養育院病院
南草津病院 など

リハビリテーション学 部

学部の特色

Faculty of Rehabilitation

本学部では滋賀県内唯 一のリハビリテーション人 材 養 成 機 関として

1. リハビリテーションの専門家の養成

2. 地域共生社会に貢献する人材の養成

高い倫理観と豊かな人間性、理論に裏付けられた専門的な知識と技術を身に

地域共生社会の実現に向け、理学療法士・作業療法士として保健・福祉・スポーツ・

つけ、子どもから高齢者までの地域住民を対象に、適切なリハビリテーション

就労等の分野において、多職種と連携・協力のもと、地域住民及び地域が抱える課

を提供できる人材を養成する。

題を発見し、解決することのできる創造性豊かな人材を養成する。

「地域完結型」の医療に対 応した地 域 住 民に適 切なリハビリテーションを提 供する力を育てます。

地域住民の課題を解決する技術を学修し

理学療法学科

健康、
スポーツ、福祉の分野で活躍する力を養成

地域住民（児童期・成人期・老年期）の生活課題に

作業療法学科

新たな支援展開を創造できる能力を養成

超高齢社会の日本、健康維持が求められる中、疾病や障がいを予防するために、

作業療法学科は、人が営む生活行為に焦点を当てるため、18歳未満の児童期、18

運動処方の専門職である理学療法士の力が必要です。本学科では理学療法士が

歳以上の成人期、65歳以上の老年期として3つの履修モデルを設置しました。年代

不足する健康分野で、地域住民の身体活動に新たな支援を創造できる人材を養

によって異なる人々の課題を深く理解し、支援する知識を獲得します。地域医療とも

成します。

連携し、具体的な地域課題の抽出と問題解決方法を創造する人材を養成します。

理学療法士の仕事とは

作業療法士の仕事とは

医学と科学に裏打ちされた運動の知識を用い、その人らしい健康を支援していく

人が営む生活行為＝
「作業」に焦点を当てる事で、その人らしい生活を送れるよう

専門職です。

に支援していく専門職です。

3つの履修モデル
● ヘルスプロモーション※

3つの履修モデル

ヘルスプロモーションでは、子どもから高齢者まで各ライフステージに合った健
康づくりを支援するため、
余暇や趣味活動を通しての
「いきがい創造」
、
こころの健

●児童期

康管理の
「メンタルヘルス」、運動実践を通じた
「健康増進」
を中心に、健康な地域

特別支援学校・学級に通う生徒が増加する社会状況に対応し、
児童の身近な憩い

をつくるための支援について学びます。

の場で児童の発達や能力に合わせた働きかけを行う為の支援について学びます。

※ヘルスプロモーション…世界保健機関によって
「人々が自らの健康と
その決定要因をコントロールし改善できるようにするプロセス」
と定義。

● 成人期

● 生涯スポーツ

施設生活や在宅生活、さらに就労まで多岐にわたる成人期の障がい者のさま

生涯スポーツでは、スポーツを通して健康寿命延伸を図るため、健康と体力の

ざまな課題を解決するために、その人の特性を評価し、能力を最大限発揮でき

維持・増進に効果的なトレーニング方法や、指導方法を中心に、
すべての人が安

るよう働きかけを行う為の支援について学びます。

全にスポーツを実施するための支援を学びます。

● 老年期

● 生活工学

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が続けられるようにするため、生活に

生活工学では、地域共生社会の実現に向け、福祉ロボットの活用や労働環境の

まつわる課題を地域と連携しながら支援する方法について学びます。

改善、地域への理学療法士の派遣の要請など、医療・介護の枠を越え、理学療
法技術を活用して地域の問題を解決するための支援を学びます。

取得できる資格
定員
80名

実習先

取得できる資格

理学療法士国家試験受験資格

定員
40名

・滋賀レイクスターズ
・近江八幡市立総合医療センター
・おした整形外科医院 など

学 び の ス テップ

科目

周辺科目

理学療法学科

作業療法学科

基 礎を学ぶ

2 年 次 S ECON D Y E AR

専 門 知 識と技 術を学ぶ

3 年 次 T H I R D Y E AR

卒業後、医療提供施設等で一定期間キャリアを積んだ後、各自が学修した履修モデルの分野に就職することも想定しています。
臨 床 現 場での実践

4 年次 FOURTH YEAR 創造力の育み・キャリア展開

幅広い教養を身につける。
医学と理学療法・作業療法の基礎知識を学ぶ。

リハビリテーションの対象となる疾患を学ぶ。
理学療法・作業療法の専門的な知識と技術を学ぶ。

学んだ知識・技術を病院・施設で実践する。

専門性を活かし、
創造力をもって職域を広げる。

学びの基盤、
キャリア発達論、生物学、

内科学Ⅰ･Ⅱ、神経内科学Ⅰ･Ⅱ、整形外科学Ⅰ･Ⅱ、

予防医学、施設起業運営論、
障がい者スポーツ論

協働連携論総合実習、障がい者スポーツ論実習

語学（英語、韓国語、中国語）、
リハビリテーション概論、

小児科学、老年医学、画像診断学、栄養学

解剖学Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、生理学Ⅰ･Ⅱ、運動学Ⅰ、
ボランティア論

メンタルヘルスマネジメント論、
教育支援論、
マーケティング論

基礎理学療法学Ⅰ･Ⅱ、

理学療法評価学実習、運動療法学、物理療法学、
日常生活活動学、

地域包括ケア論、
徒手理学療法学、
神経障害系理学療法学実習Ⅱ、

理学療法管理学、理学療法総合実習、

理学療法評価学、理学療法見学実習Ⅰ･Ⅱ

義肢装具学Ⅰ･Ⅱ、地域理学療法学、運動器障害系理学療法学実習Ⅰ、

運動器障害系理学療法学実習Ⅱ、
臨床技能論実習、
内部障害系理学療法学実習Ⅰ･Ⅱ、

理学療法地域実習、理学療法総合臨床実習Ⅱ

スポーツ障害系理学療法学実習、理学療法見学実習Ⅲ

リハビリテーション総合演習、
理学療法評価学実習、
理学療法総合臨床実習Ⅰ

作業療法学総論、基礎作業学、基礎作業学実習Ⅰ･Ⅱ、

身体障害作業療法評価学実習Ⅰ･Ⅱ、精神障害作業療法評価学実習、

高次脳機能障害作業療法学実習、精神障害作業療法学実習、老年期障害作業療法学実習、

作業療法総合臨床実習Ⅱ、作業療法地域実習、

作業療法評価学総論、地域社会共生論、

発達障害作業療法評価学実習、地域生活作業療法学実習Ⅰ･Ⅱ、

生活行為向上マネジメント論実習、
住環境支援論、
作業療法研究法、

就労環境論実習、協働連携論総合実習、

地域社会共生論実習、作業療法見学実習Ⅰ

作業療法見学実習Ⅱ

作業療法評価実習、作業療法総合臨床実習Ⅰ

作業療法総合実習Ⅰ･Ⅱ

※上記の授業科目は一部分の掲載となっております。

・あいの南千里駅前保育園
・株式会社THEMSY
・株式会社ジッセント・シップ など

履 修 モ デ ル と 卒 業 後 の 進 路（ 想 定 ）

教養科目で、豊かな人間性と倫理観を育みます。
その上で、専門科目では、専門分野の知識と技術を学び、臨床現場で実践を行い応用力を養います。

1 年次 FIR S T YEA R

実習先

作業療法士国家試験受験資格

履修モデル

理学療法学科

作業療法学科

幅広く地域社会で活躍

ヘルスプロモーション

地方自治体（健康教室、高齢者サロン）、健康増進施設、企業の健康推進室、健康関連企業

生涯スポーツ

地方自治体、教育機関（部活指導）、体育協会、
スポーツクラブ、
フィットネスクラブ、
スポーツ・健康・食・ファッション関連企業

生活工学

通所介護施設（デイサービス）、就労支援事業所（作業所）、放課後等デイサービス、
グループホーム、
特別支援学校、福祉機器メーカー

児童期

放課後等デイサービス、療育教室（発達支援事業所）、児童養護施設、保育所、学童保育室、小学校

成人期

就労支援事業所（作業所）、障がい者を雇用している企業（就労支援）、障がい者支援施設、
生活訓練施設、
グループホーム

老年期

通所介護施設（デイサービス）、障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、
サービス付き高齢者住宅、
グループホーム、有料老人ホーム

びわこリハビリテーション専門職大学トップ会談

滋賀県の未来を支える拠点に。

1

専門職大学

単なる有資格者ではなく、高度な職業実践力と問題解決に通
ずる創造力が身につき、卒業時には学位として国が認めた専門
職の「学士」が取得できます。

滋賀県で唯一の理学療法士・作業療法士の養成施設である、
「滋賀医療技術専門学校」
を

授業の３分の１は実習・実技

「びわこリハビリテーション専門職大学」
へ改組するにあたって、込めた想いを本学の学長、学部長、両学科長からお届けします。

豊富な実習・実技を通じ、高度な「実践力」
を身につける。

応用力が身につく
専攻する職業に関連する他分野も学び応用力を身につける。

現場で養う実践力
学外の企業・診療所等での実習は、通算600時間以上。

大学卒の学位がとれる
大学卒の人材として就職や大学院進学、留学ができる。

専門職大学
作業療法学科
学科長

理学療法学科
学科長

リハビリテーション学部
学部長

学長

井出 千束

山内 正雄

山田 久夫

山川 正信

東京大学医学部 助手、
自治医科大学医学部 助
教授、岩手医科大学医学部 教授、神戸大学医
学部教授、京都大学医学研究科 教授、藍野大
学医療保健学部 臨床工学科 学科長、藍野大
学中央図書館 館長を歴任

愛媛十全医療学院 専任教員、社会福祉法人
恩賜財団 済生会 済生会西条病院 室長、愛媛
十全医療学院 非常勤講師、藍野大学 臨床教
授、公立大学法人 首都大学東京 大学院 高度
医療 特任准教授を歴任

京都府立医科大学 助手、滋賀医科大学 助教
授、文部省在外研究員 米国アイオワ大学医学
部薬理学教室、関西医科大学 教授を歴任

滋賀医科大学医学部助手、米国ハワイ大学医
学部客員研究員、
大阪教育大学教育学部 教授、
大阪教育大学附属池田小学校長、宝塚大学看
護学部 教授・学長を歴任

豊かな

創造力
従来の大学

専門学校

幅広い教養や学術研究の
成果に基づく知識・理論と
その応用の教育（比較的、
学問的色彩の強い教育）

特 定 職 種の実務に直 接
必要となる知識や技能の
教育（実践的な教育）

2
いよいよスタートする
『びわこリハビリテーション専門職大学』
ですが、
開学の目的をお聞かせ下さい。

新しい専門職大学ではどんなことが学べ、
どんな人材を育てたいとお考えですか？

彼らや医療・介護機関と連携を取り、滋賀県のリハビリテーションをよ
り一層盛り上げていきたいです。
【学部長】県からのニーズもあり、今後他大学も滋賀

【学科長（作業療法学科）】作業療法学科では、作業療法士に必要な知

に続々進出してくるかと思いますが、本学が初めて

賀医療技術専門学校』
がありました。
それが2019年

識やスキルの修得に加え、展開科目として地域住民のライフステージ

進出した専門職大学としての責任と誇りを持ち、他

4月に文部科学省から打ち出された『専門職大学』

を
「児童期」
「成人期」
「老年期」
に分けた3つの履修モデルの中から1つ

大学の見本・指標となれるように、進化し続けなけ

という新しい学校制度が始まるにあたり、
それまで

を選択し、
より 専門性の高い授業 を行います。
実習では地域と連携し、

ればならないと感じています。

実務的なスキルや資格取得が中心だった専門学校

病院や住民宅に赴き実際に支援を行うなど、
よりリアルな現場で支援

【学長】滋賀県には、元々この大学の前身となる
『滋
1

の授業内容に、大学の機能を併せ持った今まで以上に高度な授業を

2

方法を学びます。

【学科長（理学療法学科）】一般的な学問と違い、医療やリハビリテー
ションの分野は日々技術や情報が進化し続けているので、卒業後も学

【学科長（理学療法学科）】理学療法学科において

び続けなければいけません。技術だけを学ぶ専門学校と違い専門職大

【学部長】
『専門職大学』は従来の大学や専門学校と違い、
より深い知

も、世界的に注目を集めている
「ヘルスプロモーショ

学は、最先端の研究と情報が集まりますので、卒業後も彼らが気軽に

識や学術研究に基づいた理論を学び豊かな想像力を育むとともに、実

ン」のほか、
「 生涯スポーツ」
「 生活工学」の3つの履

戻り情報をアップデートできる学びの場として、一緒に関わっていけ

習実技も数多く行い即戦力として活躍できる実践力を養える、新しい

修モデルを用意しています。更に講師陣の中には、

るのが理想ですね。

提供できる新しい教育機関として改組することとしました。

大学の枠組みです。
『専門職大学』
は滋賀では本学が唯一。高度な研究

スポーツ選手のケアのためオリンピックに同行する

力と優秀な講師陣を揃え、近畿のリハビリテーションの情報発信基地

者もいるなど優秀な人材を揃えていて、彼らのすぐそばに付き最先端

としての役割を担っていきたいと思っています。

の理学療法を間近で体感することができます。

【学長】現在超高齢社会の影響で、厚生労働省を中心に
「病院完結型」

【学科長（作業療法学科）】
そして本学で身につけたスキルを元に、地

医療から
「地域完結型」医療への転換が進められていて、地域包括ケ

域に暮らす人々が健康で自立した生活が送れるよう病院・介護施設・

【学長】
リハビリテーション職は患者さんから感謝され、
それが生きが

アが必要とされています。それに伴いリハビリテーションのニーズも

自治体と連携し、
自分から率先して行動できる人材を育てたいと思い

いに繋がるとても素敵な仕事です。
しかし人の健康と命を預かる責任

年々高まりを見せています。

ます。

【学科長（作業療法学科）】滋賀県においても、後期
高齢者の増加に伴いリハビリテーション専門職の
人材が不足しているのが実情です。
『びわこリハビリ
テーション専門職大学』
では研究＋臨床実習を組み
合わせた独自のカリキュラムで、
より現場に即した
学びができますので、卒業後すぐに活躍できる人材を育てます。

の重い仕事でもあります。大学生活で何を身につけ4年後にどうなりた
いか、
目標をしっかりと定めそれに向かって懸命に頑張れば、卒業後

滋賀県唯一のリハビリテーション職養成機関として、
今後どのような存在でありたいと思われますか？

にはきっと素晴らしい未来が待っているはずです。私たちとしても専
門職大学は初めての試みですので、今からどんな大学になるのかワク
ワクしています。私たちも学生と同じくイチからのスタートとして頑

【学長】
リハビリテーションの分野は人材が圧倒的に不足していて、学
生には滋賀県を中心に各地域での活躍を期待していますが、卒業後も

専門性の高い授業

理学療法学科・作業療法学科では「医療」
「 介護」
「 福祉」分野に
とどまらず、将来の職域を広げるための特色ある講義を多数実
施します。スポーツ競技や保育・教育分野などでも活躍できる
スキルと知識を得られます。

理学療法学科
●パフォーマンス向上論

治郎丸 卓三 准教授
あらゆるスポーツ競技において、選
手の競技力向上にアプローチできる
方法を学びます。選手自身のQOL
（生活の質）
を高められるような指導
を実施できる専門的な知識と技術を

最後にリハビリテーション職を志望する高校生等に
メッセージをお願いします。

高度な

実践力

養うことができます。

作業療法学科
●子育て支援論

大西 満 准教授
乳幼児期から小学生までの子どもを
より良く育むための接し方を学ぶ講
義です。問題行動への対処、声かけ
方法、社会性を育む関わり方、子ども

張ってまいりますので、共に成長し、地域の皆様に愛される大学を一

の立場に立って考えることができる

緒につくり上げていきましょう！

よう演習を交えて実践します。

